
参加者各位
この度、渡島管内で｢第４５回北海道中学校バドミントン大会｣が開催されますことを心よりお喜び申し上げます。
さて、大会事務局様のご指導の下、弊社函館支店が宿泊のご案内をさせて頂く事となりました。

つきましては、下記と裏面にてご案内申し上げますので皆さまのお申込みを心からお待ち申し上げております。
（宿泊は名鉄観光サービス㈱函館支店が旅行企画実施する｢募集型企画旅行｣、弁当は｢手配旅行｣です。）

名鉄観光サービス㈱函館支店
支店長 佐藤 通洋

第４５回北海道中学校バドミントン大会
【 宿泊・弁当 】のご案内

【宿泊】（募集型企画旅行） ※裏面をご参照下さい
■お部屋割について

選手は男女別で1室定員利用（１名部屋となる場合もございます）
引率は１～２名１室利用を基本とします。（湯の川温泉地区は1～４名１室利用です）

■朝食について
東横イン函館駅前朝市、東横イン函館駅前大門、ドーミーイン函館五稜郭の
朝食はおにぎり・ごはん・パン・サラダ等の軽朝食となっております。

■負け帰り
試合に負けた事による宿泊の取消は取消料の対象となります。

ご希望が集中した場合、他の施設にてご案内させて頂く場合がございます。

【弁当】（手配旅行）
■設定期間：平成２６年８月１日（金曜日）

平成２６年８月２日（土曜日）
平成２６年８月３日（日曜日）の昼食として

お茶付弁当 １食料金 ８００円（税込）
※現地会場に配達し、食べ終わった空箱は回収します。
※現地でのお申込みはできません（当日の販売はありません）
※食中毒予防の為お受け取り後は早目にお召し上がり下さい。

【宿泊・弁当】のお申込み方法 ※お申込書裏面のご旅行条件（要約）をお確かめ下さい

① 別紙のお申込書をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。

ＦＡＸ 0138-44-1235
宿泊･弁当の申込み締切は７月２２日（火）17時30分です。

宿泊施設のご希望が集中した場合、他の施設にてご案内させて頂く場合がございますので
お早めにお申込み下さい。

② お申込み受付け後に回答書をお送りさせて頂きますのでご確認の上 、回答書に記載の弊社口座へ
お振込願います。

③ お申込後の変更・取消につきましては必ずFAXにてお願い致します。
（お電話での変更・取消はお受けできません）

お客様のご都合により取消する際は下記の取消料を申し受けます。
≪取消料≫
ご利用前日から起算してさかのぼって

20日目にあたる日以降
8日目にあたる日まで

7日目にあたる日以降
前々日まで

前日 当日
旅行開始後　又は

無連絡不参加

宿泊 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

弁当 無料 旅行代金の100%



【宿泊】
■設定期間：平成２６年７月３１日（木曜日）から８月２日（土曜日）の宿泊まで
■最少催行人員：１名 ■添乗員は同行致しません
■食事：１泊につき朝食１回、昼食0回、夕食は施設により異なりますので食事条件をご確認下さい。
■料金には税金及びサービス料を含みます。（大会特別料金の為、各種割引・利用補助券等はご利用頂けません）

湯の川観光ホテル祥苑 市電湯の川温泉駅より歩8分

函館市湯川町1丁目3-8

ホテル万惣 8/02は600円追加です

函館市湯川町1丁目15-3 市電湯の川温泉駅より歩3分

湯の浜ホテル 8/02は600円追加です

函館市湯川町1丁目2-30 市電湯の川温泉駅より歩10分

ホテル河畔亭 市電湯の川温泉駅より歩8分

函館市湯の川町2丁目5-23

啄木亭 8/02は2,200円追加です

函館市本町11-13 市電湯の川温泉駅より歩3分

平成館海羊亭 8/02は2,200円追加です

函館市湯川町1丁目3-8 市電湯の川温泉駅より歩5分

函館リッチホテル五稜郭 市電五稜郭公園前駅より歩6分

函館市五稜郭町35-3

ホテルテトラ 市電五稜郭公園前駅より歩5分

函館市梁川町17-16

ホテル法華クラブ函館 市電五稜郭公園駅より歩１分

函館市本町27-1

ホテルドーミーイン函館五稜郭 市電五稜郭公園前駅より歩3分

函館市本町29-26

ホテルグランティア函館五稜郭 市電五稜郭公園前駅より歩4分

函館市本町11-10

東横イン函館朝市 ＪＲ函館駅より歩2分

函館市若松町14-10

東横イン函館大門 ＪＲ函館駅より歩5分

函館市松風町5-1

函館パークホテル 市電千歳町駅より歩3分

函館市新川町29-15

スマイルホテル函館 ＪＲ函館駅前

函館市若松町20-11

函館グランドホテル ＪＲ函館駅より車で5分

市電宝来町駅より歩１分

函館市宝来町22-15

ホテルリソル函館 ＪＲ函館駅より歩３分

函館市若松町6-3
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旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第55号日本旅行業協会 日本旅行業協会正会員

函 館 支 店
｢第４５回北海道中学校バドミントン大会｣係

〒０４０－００８１ 函館市田家町７－２３
ＴＥＬ ０１３８（４４）１２３４ ＦＡＸ ０１３８（４４）１２３５

総合旅行業務取扱管理者：佐藤 通洋
担当者：森、渡辺、奈良

営業時間： 平日 午前１０時～午後５時３０分 （土・日・祝日は休み）

ご旅行条件（要約）

○募集型企画旅行
契約本大会の｢宿泊｣は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、お申込頂くお客様は、
当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。詳しい旅行条件を説明した書面を
お渡しいたします。

※契約条件につきましては、お申込み前に当社の店頭またはホームページでも確認いただけます。

○最少催行人員について・・・・１名様
○添乗員について・・・・・・・すべて添乗員は同行いたしません。
○個人情報の取扱いについて・・名鉄観光サービス㈱は、申込みの際ご提出いただいた個人情報について、

お客様との連絡のためや、輸送宿泊機関等の提供するサービスの手配及び
受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関
等及び手配代行者に提供致します。また、大会主催事務局に提供いたし
ます。それ以外の目的でご提供いただいた個人情報は利用いたしません。

※当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。

名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp)⇒ＴＯＰページ右下部⇒各種約款・条件書等について⇒
ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）

名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp)⇒ＴＯＰページ右下部⇒各種約款・条件書等について
⇒セキュリティーの確保について

【承認NO.北営本AZ1403-0507】
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行業務を取扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば
ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。


